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（写真）マドゥロ大統領ツイッター “全国州知事選・市長選 与党勝利宣言、野党に対話促進求める” 

 

 

２０２１年１１月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「市長選 ２０５市が与党、１１７市が野党 

～州知事選はバリナス州のみ未確定～」 

「グアイド議長 選挙結果を否定せず」 

「カプリレス元知事 グループ結成を提案 

～市長選で野党候補１１７人超当選は快挙～」 

「与党 穏健野党・独立野党の対話加入を要請」 

「メディア報道 野党の敗因は分裂」 

経 済                     

「CENDAS-FVM １０月生活費は３８５ドル」 

「１１月の産油量 日量８７．６万バレル」 

２０２１年１１月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「EU 選挙監視団 地方選の所感を発表 

～与党に有利な多くのイレギュラーを確認～」 

「米国・カナダ・コロンビア 選挙を否定」 

経 済                    

「Conindustria 民間セクターは給料６０％増」 

「Fedecamaras 民間の石油部門参入を提案」 

「中央銀行 両替市場に７万ドルを投入」 

社 会                    

「音楽家ドゥダメル氏 グラミー賞ノミネート」 

「マドゥロ大統領誕生日 ５９歳に」 
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２０２１年１１月２２日（月曜）             

政 治                       

「市長選 ２０５市が与党、１１７市が野党     

    ～州知事選はバリナス州のみ未確定～」       

 

１１月２１日に行われた全国州知事選・市長選は、まだ

全役職者の結果が出ていない。 

 

１１月２２日 「選挙管理委員会（CNE）」のペドロ・

カルサディージャ代表は開票率９９．２％時点での第２

速報を発表した。 

 

なお、第１速報では投票率は４１．８％と発表されてい

たが、４２．３％に修正された。 

 

また、州知事選について全国２３州の当選者が確定した

と理解できるような発表だったが、実際はバリナス州、

アプレ州など一部の州で確定ではない州もあった。現時

点ではバリナス州だけが未確定となっている。 

 

与野党の政党内訳は、与党１９州（全員が「ベネズエラ

社会主義統一党（PSUV）」候補）、野党３州（２人は「野

党統一連合（MUD）」候補、１人は「隣人の力（FV）」

候補）、未確定１州となっている。 

 

未確定のバリナス州については、MUD から出馬したフ

レディ・スペルラノ候補（「大衆意思党（VP）所属」）が

当選を宣言しており、早く結果を発表するよう主張。

CNE 前で抗議行動を起こしている。 

 

現時点で大きな衝突は起きていないが、与党候補の当選

を発表した場合、抗議行動が激化する懸念がある。 

 

州知事選についての詳細は「ウィークリーレポート

No.227」を参照されたい。 

 

市長選については全国３３５市のうち３２２市まで当

選が確定した。 

 

内訳は２０５市で与党 PSUV 候補が当選。 

５９市で MUD 候補が当選。 

３７市で穏健野党候補が当選。 

２１市で独立野党候補が当選した。 

つまり、与党２０５市に対して野党１１７市となってい

る。 

 

前回の市長選は２０１７年１２月に行われた。 

当時の選挙は主要野党が選挙ボイコットを宣言し、与党

と少数野党だけが選挙に参加した。その結果、野党系候

補が当選したのは２７市のみだったので、今回は１１７

市と大きく勢力を拡大したことになる。 

 

なお、市長選について途中経過と思われる図が出ている

ので参考までに紹介したい（開票率何％時点かは不明）。 

 

赤色は PSUV 候補が当選した地域、 

紺色は MUD 候補が当選した地域、 

黄色は穏健野党候補が当選した地域、 

水色は独立野党候補が当選した地域 

のようだ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
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「グアイド議長 選挙結果を否定せず」         

 

１１月２２日 グアイド議長は記者会見を実施。 

今回の選挙について見解を表明した。 

 

要旨としては以下の通り。 

 

１．選挙は自由で平等な環境ではなかった 

２．今回の当選した野党候補を祝福する 

３．野党候補への投票と棄権率の高さが、国民の独裁政

権に対する拒絶を証明している 

４．（今回の選挙に参加したことは）マドゥロ独裁政権

を認めたことを意味しない 

５．他の野党グループと方針の違いを埋めることはで

きなかったが、より広範囲な合意を形成するため穏

健野党グループと協議を行う 

６．誰の責任かを問う時期ではなく、解決を模索する時

期 

７．大統領選実現のために戦う 

 

発言していない部分を読み取るのであれば、「当選した

野党候補を祝福する」との発言は「選挙結果を受け入れ

た」ことを意味しており（平等な環境ではなかったが）、

与党側の候補者の当選も認識したと理解できる。 

 

つまり、２０１８年の大統領選の時に起きたような「公

平な選挙が行われなかったので選挙は無効。従って、ベ

ネズエラには州知事・市長が存在しない」というスタン

スは取らないと理解できる。 

 

また、穏健野党・独立野党など主要野党以外のグループ

とも接近する姿勢を示しており、現在の方針を修正する

必要性を認識していると言える。 

 

 

 

 

なお、余談だが同日の記者会見の際にグアイド議長の背

後に飾られていたエンブレムが落下するハプニングが

起き、グアイド暫定政権の衰退をイメージさせる映像と

してソーシャルメディアで拡散されている。 

 

ただ、この動画をよく見るとエンブレムを支えていた鉄

のポールが不自然にズレた後にエンブレムが落ちてい

る。後ろにいるだれかが故意に鉄ポールをズラしエンブ

レムを落としているようにも見える。 

 

この会場の後ろにいることが出来るのはグアイド政権

関係者なので、グアイド政権を消滅させたい野党内部の

誰かがわざとエンブレムを落下させた可能性もありそ

うだ。 

 

 

（写真）@DAVIDcu 

 

「カプリレス元知事 グループ結成を提案       

  ～市長選で野党候補１１７人超当選は快挙～」                  

 

１１月２２日 グアイド議長と野党の代表争いをして

いる「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミ

ランダ州知事も記者会見を実施。今回の選挙について見

解を表明した。 

 

主なポイントは以下の通り。 
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１．多くの有権者が投票した 

２．多くの市長選で野党候補が当選した 

３．野党系の知事・市長でグループ結成を提案 

 

カプリレス元知事は、多くの市で野党候補が当選したと

祝福し、「勝利した」と表現した。 

カプリレス元知事によると、２００４年に行われた市長

選では野党候補が７１市で当選したという。今回は少な

くとも１１７市で当選しており、快挙であるとの見解を

示している。 

 

また、一部野党では投票率が４２．３％と比較的少なか

ったことを指摘し、「棄権者が勝利」との指摘も目立っ

ているが、これを拒絶。 

 

「棄権が勝者という主張は事実ではない。９００万人も

の人が投票をし、有権者の権利を行使した。扉は開かれ

た。再び扉を閉めることは許されない。 

 

有権者について語る際に２１００万人をベースにする

べきではない。実際は国外に移住した人がいるので４０

０～５００万人は差し引かなければいけない。つまり、

実際に投票できるのは１５００万人だ。」 

と主張した。 

 

他、カプリレス元知事は、野党が団結すればより多くの

選挙区で勝利することが出来たと訴え、野党を統一する

必要があると主張。当選した野党系の州知事・市長らに

対してグループの結成を呼び掛けた。 

 

「与党 穏健野党・独立野党の対話加入を要請」         

 

１１月２２日 与党のホルヘ・ロドリゲス国会議長は、

今回の選挙結果を受けて、ノルウェーが仲介する与野党

対話のテーブルに穏健野党と独立野党を加えるべきだ

と主張した。 

 

「昨日９００万人もの人が投票を通じて自らの意思を

表明した。有権者の意思表明により野党には別の勢力が

あることを確認した。もし我々に対して対話プロセスを

提案するのであれば、他の政治勢力も加えなければいけ

ない。」と主張した。 

 

「ウィークリーレポート No.227」でも紹介した通り、

今回の選挙で目立ったのは穏健野党・独立野党が MUD

に匹敵できる勢力になりつつあるということだ。 

 

過去の野党勢力図（反対派の民意）と現在は状況が違う

というのが正しい指摘だろう。 

 

「メディア報道 野党の敗因は分裂」                  

 

今回の州知事選・市長選について、メディアがどのよう

に報じていたのかを紹介したい。 

 

国内外問わず、今回の選挙を「詐欺選挙」として完全に

拒絶する報道はほとんど見られなかった。 

 

EU 選挙監視団が選挙の行方を見守っており、一定の正

当性を確保した結果だったとの報道が多い印象。 

 

また、第１速報では州知事選とリベルタドール市長選の

結果だけが発表された。そして、全国２３州のうち２０

州は与党候補、３州は野党候補が当選したと発表した。 

 

もし市長選の結果も同時に発表していれば、報道の仕方

は変わったのかもしれないが、州知事選の結果だけが報

じられたため「与党圧勝」という報道が目立った。 

 

もしかすると、メディアに「与党２０州、野党３州、与

党圧勝」との記事を書かせるために敢えて誤解を生むよ

うな発表をしたのかもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
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そして、与党が圧勝した理由については「与党の支持が

回復したわけではなく、野党の分裂が原因」との論調が

圧倒的に多い。 

 

この指摘は全く間違いではない。 

「ウィークリーレポート No.227」で紹介した通り、野

党が団結していれば投票率を大きく増やすことが出来

ただろうし、統一候補を擁立し票の分散が防げていれば

多くの州で野党候補が当選しただろう。 

 

以下タチラ州の例を挙げると、与党 Fredy Bernal 候補

と穏健野党 Laidy Gomez 候補の得票率の差はわずか１

ポイント。そして、MUD が擁立した Fernando andrade

候補の得票率が１６．２６％。仮に Laidy Gomez 候補

に統一できていれば余裕で当選できたことになる。 

 

 

 

 

率直に言って、Andrade 候補が当選する可能性がないの

は最初から分かっており、Gomez 候補と Bernal 候補の

一騎打ちになることは目に見えていた。 

 

つまり、タチラ州の知事を与党にプレゼントしたのは

MUD と言っても過言ではないだろう。他にもララ州の

ファルコン候補も似たような状況。ミランダ州も MUD

に投票した無効票が響き与党のロドリゲス候補が当選

した形になった。 

 

経 済                        

「CENDAS-FVM １０月食費は３８５ドル」           

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDAS-FVM」は、１０月の基礎食糧費が

月額３８５．３７ドルだったと発表した。 

 

前月よりも５７．３３ドル（先月比１７．５％）多く必

要になったことになる。 

 

 

（写真）CENDAS-FVM 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5b7aa7bafde56fa4a08ae439ccffb300.pdf
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「１１月の産油量 日量８７．６万バレル」                  

 

米国系メディア「Zignox」は、PDVSA 内部から確認し

た情報として、１１月第２週のベネズエラ産油量が日量

８７．６万バレルだったと報じた。 

 

２０２１年当初、アイサミ石油相は２０２１年中に産油

量を日量１５０万バレルまで引き上げるとの目標を掲

げていたが、１０月に日量１００万バレルに引き下げて

いた。 

 

２１年末まで、あと１カ月半あるが、日量１００万バレ

ルの達成はかなり困難だろう。 

 

２０２１年１１月２３日（火曜）              

政 治                       

「EU 選挙監視団 地方選の所感を発表        

 ～与党に有利な多くのイレギュラーを確認～」        

 

１１月２３日 EU 選挙監視団のイサベル・サントス代

表はベネズエラで行われた州知事選・市長選について所

感を発表した。 

 

サントス代表は、最初に EU 選挙監視団は中立な姿勢で

発表をし、今回の発表が政治的なツールに使用されるこ

とに反対するとの見解を表明した。 

 

ただ、最初の発言とは裏腹にサントス代表の発表は完全

に政治的なツールとして扱われている。 

 

主なポイントは以下の通り。 

 

１．EUは１５年ぶりにベネズエラに選挙監視団を派遣

した。CNE に感謝を表明する。 

 

 

２．今回の選挙は過去数年の中で最も良い環境で行わ

れた。 

３．現在の CNE 役員は過去２０年の中で最もバランス

のとれた役員になっている。 

４．しかし、政府の資産の一部が選挙に使用された事実

を確認した。 

５．選挙規則の違反事項があったが CNE は適切な処罰

を行わなかった。 

６．一部地域では CNE が禁止した「プント・ロホ」（与

党集会場）が投票場近くにあった。 

７．一部地域で、投票者に対する政府の食料配給などが

確認された。 

８．有権者に対して公務員が与党候補に投票するよう

勧める事案が一部で確認された。 

 

逆に指摘が無かったのは「電子投票の信頼性について」。

ベネズエラの選挙は電子投票で不正操作ができるとの

記事が多いが、この点については特段の指摘事項はなか

った。 

 

なお、今回の発表は速報的なもので、正式な報告書は２

２年１月下旬～２月上旬に公表するという。 

 

「米国・カナダ・コロンビア 選挙を否定」           

 

EUはマドゥロ政権に敵対的ではあるものの一定の外交

関係を維持している。一方、米国・カナダ・コロンビア

はマドゥロ政権を拒絶しており、今回の選挙についても

否定的なスタンスを維持している。 

 

米国・カナダ・コロンビア政府は、EU 監視団の発表を

待たずして、今回の選挙について「自由で公平な選挙で

はなかった」との見解を表明。選挙の正当性についても

懐疑的な姿勢を示した。 
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コロンビアのドゥケ大統領は 

「これは偽物であり、作り話だ。ベネズエラの唯一の道

は国際監視団の下で行われる信頼できる大統領選の実

施だ。これが早期に実現することを望む。」 

と発言した。 

 

米国はジェームス・ストーリー大使が 

「野党迫害、メディア検閲、民主主義を毀損する謀略な

ど１１月２１日の選挙は自由でも公平でもなかった。不

平等な条件であったにも関わらず選挙に参加した野党

の英雄を称賛する。そして、マドゥロに対して民主主義

の原則を順守するよう要請する。」 

と述べた。 

 

カナダは外務省が声明を発表。 

「１１月２１日にベネズエラで行われた州知事・市長選

は２０１８年の大統領選と同じく自由で公平な環境で

行われなかった。マドゥロ政権は引き続き野党や社会活

動家を不当に拘束し迫害し、表現の自由を抑圧し、国民

の権利が失われている。」 

との見解を示した。 

 

経 済                       

「Conindustria 民間セクターは給料６０％増」            

 

「ベネズエラ工業連合会（Conindustria）」のルイージ・

ピセラ代表は、２０２１年第３四半期に行った加盟企業

を対象としたアンケート調査の結果を発表した。 

 

ピセラ代表によると、２１年第３四半期の工場稼働率は

２３．３％。２１年第２四半期は２１％だったので、２．

３ポイント改善したと説明した。 

 

また、前年同期と比べて「生産・売上が増えた」と回答

した企業は全体の５６％。経済分野で一定の改善がみら

れるとの見解を示した。 

 

また、企業活動が回復したことで従業員への給料が増加

したと指摘。現在、民間企業の平均給料は月額１２５ド

ルで前年同期と比べて６０％増加したという。 

 

そして、仮に工場稼働率を８０％まで引き上げることが

出来れば１４７万人の雇用を創出することが出来、給料

は最低でも月額３６０ドルになるだろうとの見解を示

した。 

 

「Fedecamaras 民間の石油部門参入を提案」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のアダン・セリス

副代表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

ガソリン、ディーゼル燃料の販売について、民間企業が

外国から燃料を輸入・販売できるよう政府がライセンス

を発行することを提案した。 

 

また、ガソリン・ディーゼル燃料に補助金が入っている

点について「正常化させる必要がある」との見解を示し

た。 

 

「中央銀行 両替市場に７万ドルを投入」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、今週ベネズエラ

中央銀行が両替市場に外貨７万ドルを投入したと報じ

た。 

 

１１月１４日時点で「並行レート（Dolar Today）」は、

１ドル BsD.４．５６だったが、１１月１９日に１ドル

BsD.４．９５まで上昇。為替レートが不安定になってい

た。 

 

今週に入り中央銀行が外貨を投入したためか為替レー

トが下落。１１月２３日には１ドル BsD.４．７５に下

がっている。 
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「音楽家ドゥダメル氏 グラミー賞にノミネート」              

 

１１月２３日 ベネズエラ人音楽者 Gustavo Dudamel

氏（指揮者）は、「マーラー：交響曲第８番“千人の交響

曲”」でグラミー賞最優秀オーケストラ・パフォーマン

ス賞にノミネートされた。 

 

ドゥダメル氏は、これまでに３回グラミー賞で最優秀オ

ーケストラ・パフォーマンス賞を受賞している。 

 

１回目は、２０１２年に「ブラームス交響曲第 4 番」で

ベスト・オーケストラ・パフォーマンス賞を受賞。 

 

２回目は、２０２０年「ノーマン：サステイン」でベス

ト・オーケストラ・パフォーマンス賞を受賞。 

 

３回目は、２０２１年に「アイヴズ：交響曲全集」でベ

スト・オーケストラ・パフォーマンス賞を受賞。 

 

つまり、今回も選ばれた場合、４回目のグラミー賞受賞、

且つ３年連続の受賞になる。 

 

「マドゥロ大統領誕生日 ５９歳に」         

 

１１月２３日 マドゥロ大統領は５９歳の誕生日を祝

った。 

 

誕生日会ではストリートバスケットボールチーム

「COURT KINGZ」がパフォーマンスを披露。 

 

メキシコ人歌手 Pablo Montero 氏、ベネズエラ人歌手

Cristobal Jimenez 氏らがマドゥロ大統領の誕生日を祝

う歌を歌った。 

 

 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

”バスケットボールを楽しむマドゥロ大統領“ 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

” 墨人歌手 Pablo Montero 氏がマドゥロ大統領を祝福“ 
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